
 タイトル 「第二有明丸」  タイトル 「第二有明丸」

 撮影時期 昭和３４年  撮影時期 昭和３４年

 撮影場所 第二有明丸  撮影場所 第二有明丸

 エピソード  エピソード

五島から引越しして来たばかりの父・母・叔母・姉達です。

昭和３４年頃から父は勤務していたと思います。

左同



 タイトル 「あーりあけ　こうそうせーん」  タイトル 青春の頃

 撮影時期 昭和３４年頃  撮影時期 昭和35年11月

 撮影場所 国見町塩屋東海岸  撮影場所 有明フェリー船上

 エピソード

　昭和３５年１１月に職場の仲間と有明フェリーに乗って熊

本水前寺公園などを回ってきたときの写真です。

 エピソード

　塩屋の海岸もまだ整備されていないですね。

　姉は小さい頃「あーりあけ　こうそうせーん」と歌ってい

たらしいです。

　社歌があったのでしょうか？



 タイトル 成人式  タイトル 「しぇ〰っ」

 撮影時期 昭和39年1月15日  撮影時期 昭和４０年頃

 撮影場所 有明フェリー乗り場  撮影場所 多比良港フェリー駐車場

　叔母の写真です。成人式で有明フェリーに乗り、遊覧した

みたいです。５４年もの月日が経ち、記憶が薄れているよう

でしたが、後にも先にも叔母の代だけだったとのことでし

た。特別な成人式だったのでしょうね。

フェリーの駐車場にて。

父と姉妹と親戚の人達と。

まだ自家用車が少なかったので駐車場はすいています。

たくさんの親戚の人が来て嬉しかったので、「しぇ〰っ」と

ポーズをとったと思います。

 エピソード  エピソード



 タイトル 「しぇ〰っ」  タイトル 海上の笑顔

 撮影時期 昭和４０年頃  撮影時期 昭和41年7月

 撮影場所 多比良港フェリー駐車場  撮影場所 有明フェリー2号船上

 エピソード  エピソード

フェリーの駐車場にて。

父と姉妹と親戚の人達と。

まだ自家用車が少なかったので駐車場はすいています。

たくさんの親戚の人が来て嬉しかったので、「しぇ〰っ」と

ポーズをとったと思います。

　私は、昭和41年3月から同44年12月まで有明フェリーに

マリンガールとして勤務させていただきました。当時は人道

橋の設備は無く、出入港の乗下船の際は車両と人が1階の扉か

ら移動していたため、誘導も兼ねて私は扉近くでお客様の送

迎をしていました。又出入港のアナウンスや観光案内をして

いました。

　懐かしい想い出です。



 タイトル 秋の潮風  タイトル 夏の終わり

 撮影時期 昭和44年10月  撮影時期 昭和60年8月23日

 撮影場所 有明フェリー３号船上  撮影場所 有明フェリーデッキにて

 エピソード  エピソード　有明フェリーでの3年10か月の勤務期間は私の青春そのものでした。結婚当日も花嫁姿でフェリーに乗って嫁ぎました。　子どもが生まれ成長し５０年近い歳月の中、久留米と島原の往来は毎回フェリーに乗船しています。今は私の同僚も定年を超え、フェリー内で知っている人はいなくなりましたが、私の人生で有明フェリーは欠くことのことのできない存在です。　この写真は私の宝物です。
　妻の実家が有明町で、クルマでの帰省時は有明フェリーを

何度か利用していました。

　この写真は楽しかった帰省休暇も終わり、雲仙・眉山に見

送られながら、故郷との別れを惜しんで撮った一枚です。

映っている本人と次男は今は67歳と32歳になりました。

　時の流れは早いものです・・・



 タイトル フェリーで全員集合　グリーンランドへ  タイトル フェリーで全員集合　グリーンランドへ

 撮影時期 25年前と17年前  撮影時期 25年前と17年前

 撮影場所 フェリーの船上  撮影場所 フェリーの船上

 エピソード  エピソード

　父がフェリー勤務だったので毎年家族でグリーンランドへ

行っていました。

　自分たちも親となり、子供たちとフェリーに乗り、行って

いる時の写真です。

左同



 タイトル 第３・５・６・７有明丸  タイトル 第３・５・６・７有明丸

 撮影時期 不明  撮影時期 不明

 撮影場所 不明  撮影場所 不明

 エピソード  エピソード

家のアルバムにあった写真です。

温度計の置物は、今も家にあります。

「第三有明丸施工記念１９６７・３」と書いてあります。

左同



 タイトル 第３・５・６・７有明丸  タイトル 普賢岳と有明フェリー

 撮影時期 不明  撮影時期 不明

 撮影場所 不明  撮影場所 長洲港

 エピソード  エピソード

家のアルバムにあった写真です。

温度計の置物は、今も家にあります。

「第三有明丸施工記念１９６７・３」と書いてあります。

普賢岳を観たら、自然の強さに驚きます。

一日も早くおさまるといいのにと毎日思いました。



 タイトル 平成新山と有明フェリー  タイトル 初めての船旅

 撮影時期 不明  撮影時期 平成30年3月4日

 撮影場所 長洲港  撮影場所 有明フェリー船上

 エピソード  エピソード

 平成３０年３月３日から１泊２日で６才の孫と長崎ランタン

フェスティバルへ初めて二人で旅行した折に有明フェリーを

利用致しました。写真は３月４日有明フェリーのデッキでカ

モメをバックにとてもうれしい顔をした人生初の船旅記念の

一枚です。

普賢岳をバックに

有明フェリー

良いながめだと思います。



 タイトル 早くのりたいな  タイトル はじめての船出～快適な船内での生活～

 撮影時期 平成30年5月3日  撮影時期 平成30年7月14日

 撮影場所 多比良港ターミナル  撮影場所 有明フェリー船内

 エピソード

　この日は大牟田へ出かけました。連休で車の乗船は２便

後、子どもたちと母親だけ先に船に乗って、車は父一人後か

ら・・・。

　丁度この頃走り回るようになった１歳３ヶ月の次男は、早

く船に乗りたくて、はしゃいでいました。

 Ｈ３０年６月に待望の長男が産まれました。里帰り出産をし

た妻と子どもに会いに行くのが楽しみで、仕事が休みのたび

に有明フェリーに乗船して会いに行っていました。

　生後１か月が経ち、長洲町に帰るために子どもと一緒に有

明フェリーで有明海を渡りました。この子にとって初めての

船出です。この有明フェリーで有明海を渡った事は、この子

にとって長い人生の出発点だと思っています。

 エピソード



 タイトル 船で海へ行きました  タイトル 雲海のドレスと雪帽子

 撮影時期 不明  撮影時期 平成30年2月1日

 撮影場所 有明フェリーデッキ  撮影場所 長洲港　フェリー船上　出発前

 エピソード エピソード

結婚記念日に雲仙～太良町へ

ドライブに行った時の写真です。

カモメもたくさん飛んでいて

素敵な一日の始まりになりました。

これからも有明フェリーを利用させていただきます。

　７才の孫（小３・大牟田・吉野小学校）と７０才の３人で南島原の加津佐に海水浴に行った時、有明フェリーの屋上で空と海がきれいと感声をあげて、踊りだしたときの写真です。！とても幸せそうでうれしそうな笑顔が忘れられません。こんなに喜ぶなら・・・。カモメさんの時期にまた連れて行きたいです。海も自然が素晴らしく監視員の優しいお兄さんから泳ぎ等指導して頂き又ソフトクリームが自然でとてもおいしかったです。いいことばかりの1日でした。お土産には道の駅で光るあみだ（夜ひかる）のキーホルダー。そこしかないと帰ったらすぐ日記を書いていました。



 タイトル 晴れてよかった  タイトル 龍の見送り

 撮影時期 平成30年7月1日  撮影時期 平成30年3月4日

 撮影場所 多比良港から長洲港までの間  撮影場所 有明フェリー船上

 エピソード

　長崎からの帰りの有明フェリーにカモメが手からエサを咥

える瞬間を狙っていたらなんと後ろの雲が龍の形にそっく

り。きっと長崎の龍が見送りに来てくれたんでしょうね。

 エピソード

　昨日の記録的な大雨から一転、夏の陽気になりました。

　気持ちのいい天気でしたので展望デッキに初めて登ってみ

ました。綺麗な景色に思わずパシャ！天気と気分がいい日は

またここに来よう。



 タイトル 船旅を癒す、鴎の歓迎  タイトル 船旅を癒す、鴎の歓迎

 撮影時期 平成11年1月11日  撮影時期 平成11年1月11日

 撮影場所 有明フェリー船上  撮影場所 有明フェリー船上

　指宿でのマラソン大会に参加した時に、鳥栖経由の高速道

路で行き、帰りは有明フェリーを利用しました。長崎に住む

私にとっては、とても便利な航路だと知りました。４０分の

航海中休息が取れます。阿蘇や鹿児島、宮崎へのドライブ旅

行にも利用しました。カモメやスナメリ君が心癒してくれる

出会いもありました。海外へ行ったときには、上空から長洲

港、雲仙平成新山を観る事が出来、感動しました。

左同

 エピソード  エピソード



 タイトル 船旅を癒す、鴎の歓迎  タイトル 船旅を癒す、鴎の歓迎

 撮影時期 平成11年1月11日  撮影時期 平成11年1月11日

 撮影場所 有明フェリー船上  撮影場所 有明フェリー船上



 タイトル 船旅を癒す、鴎の歓迎  タイトル 船旅を癒す、鴎の歓迎

 撮影時期 平成11年1月11日  撮影時期 平成11年1月11日

 撮影場所 有明フェリー船上  撮影場所 有明フェリー船上



 タイトル 有明丸

 撮影時期 昭和４０年代

 撮影場所 多比良港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


